
最近のお気に入り美容グッスを紹介したいと思います。
SALONIA(サロニア)さんのヘアーアイロン等を使っているので使ってみてを、紹介したいと思います。
全然美容には詳しくはなく、どれがいいと言える程ではないのですが個人的に
はSALONIAさんとてもいいです。お手頃なので試しやすいです。
ヘアーアイロンは温まるのに時間がかからず、最高２３０℃で使用できます。
使い勝手も良しです。
ブラシ型も同様短時間で温まりくしをとぐように使用するので簡単にツヤもでて、
ストレートになります。
スクエアイオンブラシは振動と共に髪の毛をとげるので頭皮に刺激もあり、
気持ち良く髪の毛もサラサラ艶々になり、髪通りが良くなりました。
SALONIAさんは美顔器もあり単純の使用方なのでお手入れもしやすいです。
三分を目途に音がなりケア終了なので、目安がわかりやすいです。 　美顔器
ジンワリと温かく心地いい使用感でした。
以上田村の使用感想でした。是非参考までに😊😊

ストレートヒートブラシスリム　　　　　　　　　　ストレートヒートブラシスリム スクエアイオンブラシ
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今月の店長ひとこと

こんにちは！ 店長の花田です。
今年も残すところ後2ヶ月を切り、例年よりも控えめではありますが、一気

にクリスマスや年末ムードになりましたね。

新型コロナの影響で自粛期間があったからなのか、今年1年は特に時間

が過ぎるのが早かった気がします😲😲💦💦
本格的な寒さに加え、新型コロナの第三派も到来しております。

くれぐれもご自愛くださいませ。

2020年11月15日発行

ホワイトデーについて

ご存知ですか？

12月８日と、２月８日に行われる針供養。
地域によって、時期が違うようです。針供
養とは、折れたり、さびたりした針への感
謝と労いの気持ちを込めて供養すること。
江戸時代、生活や仕事で針仕事はとても
大切なものでした。そんな生活を支えてく
れる針も、大切にされてきたことから、この
ような供養が行われ、今につながっている
ようです。いつまでも、モノを大切にする気
持ちは持っていたいものですね。

冬真っ盛り！ 年末に入り、忙しさも増す時期ですね。

12月の和名は「師走」です。日本には、このような美しい別名

があります。「師」とは、僧侶のこと。昔は各家で僧侶を迎えて

読経などの仏事をおこなっていたことから、僧侶が東奔西走す

ることから来ているようです。また、僧侶のように、ふだん、落

ち着いている人も忙しい、という意味もあるようです。

異名は、新春･１月を待つ月から「春待月（はるまちづき）」、こ

の時期より梅が咲くと言われていたことから「梅初月（うめはつ

づき）」、年の最後の月であることから「限月（かぎりのつき）」な

どがあります。

主な季語は、年の暮、大晦日、年越、年忘、
初鱈、初鰤、柚子湯などがあります。春着縫
う、日記買うなど、新年を待ちわびる言葉も
ありますよ♪

12月の月の和名は師走

ちなみに12月の花にはポイ
ンセチア（聖夜、幸運を祈
る）、シンビジウム（飾ら
ない心、素朴）、クリスマ
スローズ（いたわり、追
憶）、カトレア（魔力、魅
惑的）ブバリア（交流、空
想）などがあります♪

針供養について

今年はこの日記
にしようかな！

シンビジウムのピ
ンクの花言葉は
「上品な女性」

こうえい通信
LIXILリフォームショップ

光永ホーム

TEL：06-6151-9250
FAX：06-6151-9230

LIXILリフォームショップ 光永ホームが、知っておくとちょっとお得な情報や
お店の情報を毎月お届けします！

店長花田の ぶらり食べ歩き旅♩ 第18回 USJ

久しぶりにUSJに行ってきました。

というのも、昨年買った年間パスの有効期限が迫っていたので、これは行かねば！と思い、

行ってきました💡💡

お目当ては、期間限定のドラえもんのアトラクションに乗ること！だったのですが…

朝一番に行けば空いているだろうと思い、（平日は朝10時オープンでした）

10時半には入園したのですが、もうすでに170分待ち💦💦
平日のUSJなめておりました。さすがに3時間も待つ元気はなく、諦めました。

その後も待ち時間が減ることはなく、結局乗れませんでした。

さすがは国民的スター、ドラえもん。人気っぷりは健在でした😲😲
他のアトラクションは、だいたい30分前後の待ち時間で満喫出来ました✨

残念ながらアトラクションは乗れませんでしたが、スタジオ・スターズ・レストランに

ドラえもんのコラボメニューがあるということで、食べに行ってきました！

4種類のコラボメニューがありましたが、

「ドラえもんのいちごパンケーキ～あんこ＆カスタード」を食べました。

ドラえもんの大好きなどら焼きをイメージしたのでしょうか？

ドラえもん好きの方にはたまらない、可愛い見た目をしております。写真映えしますね。

そして、見るからに甘そうです…🍓🍓
上に乗っているドラえもんはウエハースでした。

パンケーキに挟まっているのは、いちごと生クリームだけでなく、

食べ進めてくとあんことカスタードクリームも真ん中に入っていました！！

とてつもない甘さを想像していたのですが、いちごの酸味とクリームや

あんこの甘さがいい感じにマッチしていて美味しかったです。

生クリーム、あんこ、カスタードと色々な甘さが楽しめるので、

最後まで美味しく食べれました。

パークで遊び疲れたら、ぜひ、休憩がてら食べてみて下さい♩

新しくできたマリオのカフェにも行くことが出来なかったので、今度は暖かくなるころに遊びに行きた

いと思います。

ちなみにドラえもんとのコラボは2021年1月6日までだそうです。

キャラクターも
ソーシャルディスタンス

SNSもよろしくお願いします！！
Instagram HP ＼新築のHP／

施工事例もたくさん
アップしております。
ぜひ、チェックして
みてください♪

SALONIA  田村
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家庭内事故を防ぎましょう！

ケガをした人の中でも、家庭内での事故によるものが多いそう。そこで

家庭内事故を防ぐために住環境を整え、元気に年を越しましょう！

①床に置くものをなくす

衣類や雑誌などが床にあると、足を取られて滑ったり、引っかかって転

ぶことがあるので、できるだけ床はスッキリとさせましょう！ ラグやマッ

トのちょっとしためくれにも注意！ そこに足を引っかけて転ぶケースが

あるようです。

②玄関に椅子などを置く

玄関と上がり框に大きな段差があると、玄関に下りたり上がったりする

ときにバランスを崩して転ぶなど、ケガの一因に。玄関に椅子がある

と、背もたれが手すり代わりになったり、椅子を介して上り下りがしやす

くなるので、便利ですよ。

家庭内の危険を減らして、幼児のケ
ガも防ぎたいですね。たとえば、ソ
ファから落ちて頭をうつことがあるの
で、低めのソファがおすすめ。また、
ソファの足元にマットなどを敷くこと
で、落ちた時の衝撃を軽減できま
す。ファンヒーターやストーブのやけ
どもご注意を。オイルヒーターなど、
触れても熱くない暖房器具が良いで
すよ。さらに、月齢によって、なんで
も口に入れてしまう時期があるの
で、電池やカギなどは、手の届かな
いところに置きましょう。

コーカサス地方の国・ジョージアの料理をアレンジ！クリーミーなソー
スにほっこり♪ニンニクがほくほくでおいしいですよ！

鶏肉のガーリッククリーム煮

材料
（２人分)

①鶏もも肉はひと口大に切り、塩･こしょ
うを振る。ニンニクは皮をむき、大きいも
のは２等分する。パクチーは粗切りにす
る。

②鍋にオリーブオイルを熱し、鶏もも肉
の表面を焼き、ニンニク、コリアンダーパ
ウダー、フェンネルを加え、軽く炒める。

③②にヨーグルトを加え、15分程弱火で
煮込み、牛乳を加え、沸騰したら火を止
めて塩･こしょうで味を調える。

④器にご飯、③を盛り、パクチーを散ら
す。

 鶏もも肉…１枚、ニンニク…４

かけ、ヨーグルト（無糖）…100

ｇ、牛乳…200ml

 パクチー…1/2株、コリアン

ダーパウダー・フェンネル（お

好みで）…各小さじ１

 塩・こしょう・オリーブオイル…

適量

幼児の家庭内事故にもご注意を

クリスマスのインテリアを取り入れましょう！ 身近なものを使えば、手軽
にアレンジできて、クリスマスの雰囲気が楽しめます♪

■オーナメントを壁に飾る

100円ショップ
で 見 ら れ る
オーナメントを
麻ひもと木製ク
リップを使って
吊るすと、かわ
いいインテリア
に♪

■ クリアボールでクリスマス気分♪

100円ショップで見られるクリアボール
をパカッと開け、中に松ぼっくりなどク
リスマステイストのものを入れて吊る
せば素敵です♪

※牛乳は、煮込むと分離するので、沸騰したらすぐ火を止めましょう。

教えてくれた人…尾田衣子さん

料理研究家。料理教室「アシェット ド

キヌ」主宰。ル・コルドンブルー東京ほ

かで料理を学び独立。身近な食材で

手軽に作れる料理に定評がある。

http://ryo-ri.net/

100円ショップで
見られるミニリー
ス の 輪 の 中 に
キャンドルを入れ
るだけで、一気に
クリスマスムード
になります♪ ほ
かに、シンプルな
キャンドルを赤や
緑のコースターの
上に乗せるだけ
でもかわいいです
よ

■キャンドルとミニリースを

合わせる
ラグや脱衣所
のマットなど
は、滑り止め
マットを下に
敷いて、ズレ
防止をするこ
とで、滑って
転ぶなどのケ
ガ防止になり
ます！

※材料・道具の取り扱いに気を付けて作業してください

夜、トイレなどの移動で階段
を使うときに明かりがあると
安心！ 人の気配で点灯する
人感センサー付きのものや、
省エネのLEDのものなど、
ホームセンターなどでいろん
なタイプが見られます

市販のウォー
ルステッカーな
ら、見本どおり
に仕上げられ
るので、手軽
に素敵なイン
テリアが楽しめ
ます！

簡単クロスワード ○の中に縦横２つの言葉に共通する１文字を入れて、４つ

見つけたら、その４つで出来る言葉を答えてください。

快適Life

足元が明るくて
見えやすい！

滑り止めはもちろん、
ホームセンターなどで
見られる蓄光テープを
貼るのもおすすめ！

Interior

赤や緑のリ
ボンを巻く
だけでも

OK！
電球型のライ
トに入れても
かわいい♪

飾 る 物 を
入 れ た ら
点 灯 で き
な い の で
ご 注 意 く
ださい

■ ウォールステッカーで楽しむ！

こうえい通信

答えはこちら♪
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